
HPはこちら

余呉観光バス

北近江観光
LINE＠
始めました
※LINEでの営業時間は10：00～16：00
となります

ID：＠kitaoumiおでかけバスツアーバスツアー
北近江
観光

新年明けましておめでとうございます
旧年中は大変お世話になり

社員一同心より御礼申し上げます
本年も、更なるサービスの向上に努めて参りますので

より一層のご支援 お引立てを賜りますようお願い申し上げます

14,500円旅行代金／
お一人様8,500円2月6日（木）

旅行代金／
お一人様出発日

《税金・バス料金・昼食料金・拝観料金・体験料金込み》

2月11日（火・祝）出発日

《税金・バス料金・昼食料金込み》

2月7日（金）～9日（日）
旅行代金／
お一人様

出発日
《税金・バス料金・入園料金込み》

16,500円2月14日（金）
旅行代金／
お一人様出発日

《税金・バス料金・昼食料金・観覧料金込み》

8,000円2月26日（水）
旅行代金／
お一人様出発日

《税金・バス料金・昼食料金込み》

14,000円3月1日（日）
旅行代金／
お一人様出発日

《税金・バス料金・昼食料金・観覧料金込み》

7,000円3月14日（土）
旅行代金／
お一人様出発日

《税金・バス料金・夕食料金・入園料金込み》

7,000円3月21日（土）
旅行代金／
お一人様出発日

《税金・バス料金・昼食料金込み》

17,000円2月21日（金）
旅行代金／
お一人様出発日

《税金・バス料金・昼食料金・観覧料金込み》

※未成年の方のみのご参加
の場合、保護者の同意書が
必要となります。

16,000円

15,000円
中学生・高校生

大学生・専門学校生

北近江リゾート出発（7：30）＝長浜インター西側駐車場（8：00）＝【高速】＝可睡斎（ひなまつり見学11：00～
12：00）＝袋井（昼食12：10～13：10）＝赤ずきんちゃん農園（いちご狩り13：50～14：40）＝なぶら市場
（お買物15：10～15：50）＝【高速】＝長浜インター西側駐車場（19：30）＝北近江リゾート到着（20：00頃）

北近江リゾート出発（7：30）＝長浜インター西側駐車場（8：00）＝【高速】＝洲本温泉（昼食・入浴11：30～
13：30）＝薫寿堂（見学・お買物14:10～14：40）＝赤い屋根（お買物14：50～15：20）＝たこせんべいの里
（お買物15：30～16：00）＝【高速】＝長浜インター西側駐車場（19：00）＝北近江リゾート到着（19：30頃）

北近江リゾート出発（8：30）＝長浜インター西側駐車場（9：00）＝【高速】＝ホテル阪急エキスポパーク（昼食
11：00～12：00）＝宝塚大劇場（観劇13：00～16：30）＝【高速】＝長浜インター西側駐車場（19：00）
＝北近江リゾート到着（19：30頃）

北近江リゾート出発（7：30）＝長浜インター西側駐車場（8：00）＝【高速】＝きなぁた瑞浪（お買物9：50～10：20）＝ちこり村（焼酎蔵
見学11:00～11:40）＝恵那峡山菜園（昼食12：00～13：15）＝恵那駅（13:45）＋＋＋明知鉄道＋＋＋極楽駅（14：11）＝日本大正村・
大河ドラマ館（見学14：50～16：20）＝【高速】＝長浜インター西側駐車場（18：30）＝北近江リゾート到着（19：00頃）

北近江リゾート出発（7：30）＝長浜インター西側駐車場（8：00）＝【高速】＝大阪新歌舞伎座（11：00～
14：30）＝【高速】＝長浜インター西側駐車場（17：00）＝北近江リゾート到着（17：30頃）

北近江リゾート（13:00）＝長浜インター西側駐車場（13：30）＝いなべ梅林公園（散策14：30～15：50）
＝なばなの里（夕食バーベキュー17：00～18：15/イルミネーション18：15～19：45）＝道の駅月見
の里南濃（休憩20：20～20：30）＝長浜インター西側駐車場（21：30）＝北近江リゾート到着（22：00頃）

北近江リゾート出発（12：30）＝長浜インター西側駐車場（13：00）＝【高速】＝安田かまぼこ道場（手作り
体験・お買物14：30～15：30）＝芝政ワールド（夕食・イルミネーション16:00～18:40）＝【高速】＝
北近江リゾート（20：00）＝長浜インター西側駐車場到着（20：30頃）

北近江リゾート出発（10：00）＝長浜インター西側駐車場（10：30）＝【高速】＝名古屋市（昼食12：00～
13：00）＝名古屋城・金シャチ横丁（13：30～14：30）＝愛知県芸術劇場（観覧15：30～18：00）
＝【高速】＝長浜インター西側駐車場（19：30）＝北近江リゾート到着（20：00頃）

【高速】＝（途中サービスエリアで休憩2～3回）＝彦根駅東口（6：00）＝長浜インター西側駐車場（6：30）
＝北近江リゾート到着（7：00頃）

東京ディズニーランド観光バス駐車場到着（7：30頃）※リゾートラインを御利用頂く場合がございます。
・・・バスの出発時間まで１日中楽しんでください・・・

北近江リゾート出発（22：00）＝長浜インター西側駐車場（22：30）＝彦根駅東口（23：00）＝【高速】＝途中サービスエリアで休憩2～3回）7日

8日

9日

日本最大級32段
1200体のお雛さま!!

車中２泊
（乗務員２名）

赤ずきんちゃん農園で
いちご狩り
食べ放題!!

山川豊、田川寿美、水森かおり、氷川きよし

豪華演歌歌手による歌の祭典!!

S席でご鑑賞!

幻想歌舞録「眩耀の谷～舞い降りた新星～」
Show Stars「Ray -星の光線-」 

ディズニーランドorディズニーシー
お好きな方をお選びいただけます♪

2020恵那市大河ドラマ館見学

明知鉄道
ローカル列車ご乗車！！

3年の歳月をかけて育てられた
「とらふぐ」をゆったりご賞味。

洲本温泉にご入浴。

東海エリア最大級の約１００種類・４０００本の梅花見学

なばなの里イルミネー
ション

今年のテーマは「さくら
」

北陸最大級の屋内イルミネーション見学！！

ちくわ・魚そうめん作り体験！！

S席でご鑑賞

・食前酒 ひれ酒　・先付 胡麻豆腐
・前菜 季節の前菜三種盛り
・造り てっさ（淡路三年とらふぐの薄造り）　
・焚合せ てっちり鍋（淡路三年とらふぐ鍋）
・凌ぎ 雑炊　・香物 漬物　・果物 季節のフルーツ

静岡静岡 兵庫兵庫

福井福井

千葉千葉

兵庫兵庫 愛知愛知 岐阜岐阜

三重三重大阪大阪 ××

宝塚歌劇 星組公演宝塚歌劇 星組公演 長良グループ
～新春豪華
  歌の祭典2020

キャンパスデー学生限定いちご狩り

氷川きよし出演氷川きよし出演 明智光秀ゆかりの恵那大河ドラマ館と明智光秀ゆかりの恵那大河ドラマ館と

淡路島３年とらふぐ会席と淡路島３年とらふぐ会席と
洲本温泉入浴の旅洲本温泉入浴の旅

前川清前川清
藤山直美藤山直美
～三月特別公演～～三月特別公演～

いなべ市梅林公園といなべ市梅林公園と
なばなの里イルミネーションなばなの里イルミネーション

ちくわ手作り体験とちくわ手作り体験と

明知鉄道ローカル列車の旅明知鉄道ローカル列車の旅

芝政ファンタジックイルミネーション見学芝政ファンタジックイルミネーション見学



〒529-0205 滋賀県長浜市高月町唐川105-6

http//kok.co.jp/
旅行業務取扱管理者／木下 一樹

※最少催行人数：２５名※写真はすべてイメージです。　※すべてのツアーに添乗員同行致します。
旅行代金（お一人様）

旅行開始日の21日前までの取消し
旅行開始日の20日前～8日前までの取消し
旅行開始日の7日前～2日前までの取消し
旅行開始日前日の取消し
旅行開始当日の取消し
旅行開始後の取消し又は無断連絡不参加

無料
旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

キャンセル料金■お申込み・契約成立について／お申込みは電話・ＦＡＸ・メールにて承ります。当社が予約を承諾した後、郵送にて確認書をお送り致します。確認書の指示通りお手続き後、契約成立とさせ
て頂きます。案内が届きましたら、旅行代金・出発場所等のご確認をお願い致します。■旅行内容の変更について／天災地変・運輸機関の同盟罷業等、当社の管理できない事由により、行程
等を変更する場合があります。■旅行の中止について／天災地変運輸機関の大幅なスケジュール変更等、当社の管理できない事由により予定通りの行程が実施不可能となった場合、旅行
実施を中止することがあります。■免責事項について／例えばお客様ご本人及び身廻り品に対してこうむられた損害が次の場合にはその責任を負いかねますのでご了承下さい。1.天災地変
等で生する旅行日程の変更もしくは旅行の中止。2.運送・宿泊期間の事故等で生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。3.官公署の命令。4.自由行動中の事故。5.食中毒。6.盗難。7.運送
機関の遅延・不通又はこれによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。■取消料について（お一人様につき）／お客様のご都合で旅行を取消される場合は旅行代金を対
象として、上記の率による取消料をいただきます。■特別保証について／お客様が旅行参加中に、その生命、身体又は手荷物の上に蒙られた一定の損害について、当社旅行業約款（主催旅行
契約）の特別補償規定によりあらかじめ定める額の保証金・見舞金をお支払します。■その他／その他事項については、国土交通省認可の当社旅行業約款に基づきますのでご了承下さい。
※このパンフレットに記載の代金及び行程は平成29年3月1日現在を基準としておりますので、運輸機関の運賃改定により変更される場合もあります。

（0749）85-5890  FAX MAIL info@kok.co.jp

※チケット関係のツアーはキャンセルの場合チケット料金が発生します。

滋賀県知事登録旅行業第2-247号　（一社）全国旅行業協会正会員

TEL（0749）85-3330

旅行企画実施

１泊4食付き

24,000円
25,000円
27,000円

旅行代金／
お一人様

2月20日（木）～21日（金）出発日

４名様１室

３名様１室

２名様１室

《税金・宿泊料金・バス料金・昼食料金・入園料金込み》

１泊4食付き

26,500円
27,500円
29,500円

旅行代金／
お一人様

3月6日（金）～7日（土）出発日

４名様１室

３名様１室

２名様１室

《税金・宿泊料金・バス料金・昼食料金込み》

１泊4食付き

22,500円
23,500円
24,500円

旅行代金／
お一人様

3月15日（日）～16日（月）出発日

４名様１室

３名様１室

２名様１室

《税金・宿泊料金・バス料金・昼食料金・入館料金込み》
2泊6食付き

旅行代金／お一人様
4月12日（日）～14日（火）出発日

2～4名様同額

《税金・飛行機（往復）料金・宿泊料金・
バス料金・昼食料金・入館料金込み》

4月4日（土）出発日

8,500円3月２５日（水）
3月２6日（木）

旅行代金／
お一人様出発日

《税金・バス料金・昼食料金込み・入場料金》

※小学生４年生以下は保護具の都合上ご参加いただけません。

79,800円

3月27日（金）～29日（日）
旅行代金／
お一人様

出発日
《税金・バス料金・入園料金込み》

※2日目夕食は自由食となります。
※飛行機はスカイマーク利用
　（手荷物は20㎏まで無料お預かり）
※飛行機の時間が確定ではない為
　お時間の変更がございます。

17,500円
16,500円

大人

中・高生

15,000円小学生
※未成年の方のみの
ご参加の場合、保護
者の同意書が必要と
なります。

9,800円旅行代金／
お一人様

小人 7,500円

《税金・バス料金・昼食料金・入場料金込み》

北近江リゾート出発（7：30）＝長浜インター西側駐車場（8：30）＝【高速】＝近江町市場（お買物10：20
～11：20）＝金沢市（昼食11：40～12：40）＝木下大サーカス特設会場（開演13：40～16：00）＝
【高速】＝北近江リゾート（18：30）＝長浜インター西側駐車場到着（19:00頃）

北近江リゾート出発（7：30）＝長浜インター西側駐車場（8：00）＝【高速】＝ジェイ・バス小松工場（見学10：10～
11：40）＝九谷満月（昼食12:00～13:00）＝日本自動車博物館（見学13：20～15：00）＝御菓子城加賀藩
（お買物15：20～16：00）＝【高速】＝北近江リゾート（18：00）＝長浜インター西側駐車場到着（18：30頃）

１日目 北近江リゾート出発（7：30）＝長浜インター西側駐車場（8：00）＝【高速】＝赤い屋根（昼食11：00
～12：00）＝【高速】＝大塚国際美術館（見学13：00～16：30）＝ホテル到着（16：40頃）
2日目 ホテル出発（8：30）＝北灘さかな市（お買物9：00～9：30）＝ハレルヤスイーツキッチン（お買物
10：00～10：30）＝阿波おどり会館（見学11：00～12：00）＝道の駅うずしお（昼食とお買物12：40～
14：00）＝【高速】＝淡路ハイウェイオアシス（休憩15：00～15：40）＝【高速】＝長浜インター西側駐車
場（18：30）＝北近江リゾート到着（19：00頃）

 北近江リゾート出発（7：30）＝長浜インター西側駐車場（8：00）＝【高速】＝中野うどん学校（昼食
12：40～13：40）＝【高速】＝道後温泉到着（16：00頃）
 道後温泉出発（9：00）＝ハタダお菓子館（お買物9：30～10：00）＝【高速】＝来島海峡展望館
（見学11：20～11：50）＝大三島・大山祇神社（昼食・参拝12：40～14：00）＝【高速】＝長浜インター
西側駐車場（18：30）＝北近江リゾート到着（19：00頃）

1日目

2日目

 北近江リゾート出発（8：00）＝長浜インター西側駐車場（8：30）＝【高速】＝千里浜（昼食11：30
～12：30）＝【高速】＝のとじま水族館（見学13：30～15：30）＝能登ワイン（見学・試飲16：30～
17：00）＝白米千枚田（イルミネーション見学18：00～18：45）＝輪島温泉到着（19：00頃）
 輪島温泉出発（8：30）＝輪島朝市（お買物8：40～10：00）＝聖域の岬（日本三大パワースポット
見学11：10～12：00）＝珠洲ビーチホテル（昼食12：20～13：20）＝【高速】＝能登食祭市場（お買物
15：00～15：40）＝北近江リゾート（19：00）＝長浜インター西側駐車場到着（19：30頃）

1日目

2日目

 北近江リゾート出発（9：30）＝長浜インター西側駐車場（10：00）＝【高速】＝中部国際空港（12：
00着/13：00発）���那覇空港（15：00頃）＝首里城（見学16:00～16:30）＝名護市ホテル到着
（17：00頃）

1日目

 ～ホテル出発（9：00）＝美ら海水族館（見学9：30～11：30）＝お菓子御殿名護（昼食・お買物
12：00～14：00）＝古宇利島（見学14：30～15：15）＝OKINAWAフルーツランド（見学15：45
～16：45）＝那覇市ホテル到着（18：00頃）・・・国際通りまで徒歩10分

2日目

 ～ホテル出発（9：00）＝沖縄平和記念公園（見学9：40～10：30）＝おきなわワールド（見学・
昼食10:45～14:00）＝那覇空港（14：30着/15：45発）���中部国際空港（18：00着）＝【高速】
＝長浜インター西側駐車場（20：00）＝北近江リゾート到着（20：30頃）

3日目

２9日 【高速】＝（途中サービスエリアで休憩2～3回）＝彦根駅東口（6：00）＝長浜インター西側駐車場（6：30）＝北近江リゾート到着（7：00頃）

東京ディズニーランド観光バス駐車場到着（7：30頃） ※リゾートラインを御利用頂く場合がございます。
・・・バスの出発時間まで１日中楽しんでください・・・東京ディズニーランド観光バス駐車場（22：30）～車中泊～

27日 北近江リゾート出発（22：00）＝長浜インター西側駐車場（22：30）＝彦根駅東口（23：00）＝【高速】＝途中サービスエリアで休憩2～3回）

28日

大塚国際美術館
たっぷり３．５時間滞在

徳島阿波おどりの
実演見学

近江町市場でお買物！！

世界三大サーカスの
大人気木下大サーカス

！！

日本の４ヶ所しか見られない
ジンベイザメがいる水族館見学 千枚田を彩るイルミネ

ーション

「あぜのきらめき」見学

道後温泉ゆっくり散策。

しまなみ海道からの
絶景を堪能。

観光バスができるまでの生産ラインを見学

世界の名車５００台を見学！！

日常を忘れる
沖縄旅行を満喫♪

車中２泊
（乗務員２名）

ディズニーランドorディズニーシー
お好きな方をお選びいただけます♪
※1ヶ月前までのお申込みで５００円引き
　

徳島徳島 愛媛愛媛

石川石川 沖縄沖縄

石川石川

千葉千葉

石川石川

大塚国際美術館＆阿波おどり会館と
鳴門１泊の旅

瀬戸内ぐるりしまなみ海道と瀬戸内ぐるりしまなみ海道と
道後温泉１泊の旅道後温泉１泊の旅

のとじま水族館＆のとじま水族館＆ 美ら海水族館と美ら海水族館と

ジェイ・バス小松工場見学＆ジェイ・バス小松工場見学＆

東京ディズニーリゾートバスの旅東京ディズニーリゾートバスの旅春休み

近江町市場でお買物と近江町市場でお買物と
木下大サーカス金沢公演見学木下大サーカス金沢公演見学

沖縄満喫沖縄満喫
２泊３日の旅２泊３日の旅

世界トップクラスの世界トップクラスの

自動車博物館見学自動車博物館見学

白米千枚田
イルミネーション＆
白米千枚田
イルミネーション＆

聖域の岬と輪島温泉１泊の旅聖域の岬と輪島温泉１泊の旅


